映画の小箱
しがない掃除夫が発作的に
起こした社長令嬢誘拐:だ
が、身代金要求は奇妙な方
向へと展開していく…。
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れる︒そ の二人と は︑金持ち の娘 と︑ しがな
い掃除夫 の男︒

うと︑同 じも のは 一つもな い︒星 のきら めき
が︑遠大 な宇宙 に数 えきれな いほどあ るよう

う こしＬにか０る︒

デ
れな いらし い︒こう し て長身 のジ ャク ソン︵

恋 に縁がなくとも︑あ る時︑恋 に憑 かにたり

はした いとき にでき るも のでな い︒ま ったく

神 の行為 な のか︑天使 のは から いな のか︑ ど
う した って考 え てみたくな る︒ なぜ って︑恋

にや ってく る︒本当 に恋 は予想 も つかな い︒

恋 は︑ ど こから降 ってく る のだ ろう︒突 然

女 には︑求婚 した いと い ユ 凶科医 で︑彼女 の

キ ャメ ロン
載 せて銃 で撃 つ︒彼女 セリ ー ン ︵
・デ ィア ス︶ にと っては︑す べてが退屈︒彼

からあが ると︑執事 らし い男 の頭 にリ ンゴを

一人 の女性 が優 雅 にプ ー ルを泳 ぐ︒プ ー ル

もす る のだ から︒

銃 で撃 った瞬間︑彼 が動 いて怪我をさ せ︑大

この物語 は︑ 嘘 かもしれな いし︑本当 かも
しれな い︒ただ間違 いなく思う のは︑恋 は夢

雇われ て いる
一方︑ ナブ ィ ル社長 の会社 に一

は ふてくされたままだ︒

れて︑手 ひどく怒 ら れる︒ し かし︑ セリ ー ン

イル ︵
イ ア ン ・ホ ルム︶ の部屋 に彼女 は呼ば

騒ぎ にな る︒ セリ ー ンの父親 で会社社長 ナヴ

ら れる︒ そし てあ る二人を結び つける話が さ

ど こかの医療施設な のか研究所 な のか︒そ こ
では︑ 二人 の男女 が上司ら し い男 に呼び つけ

見 る力 を持 って いると いう ことだ︒
自 が基調 にな った部屋︑自 い服を着 た人 々︑

る彼 に︑セリ ー ンは︑頭 にリ ンゴをと要求 し︑

父もすす める エリ オ ット ︵スタ ンリ ー ・ト ゥ
ッチ︶が いるが︑ ま ったく興味なし︒言 い寄

ル ロイ ・リ ンド ー︶と︑ブ ロンド ヘア のオ ラ
ホリ ー ・ハンター︶は︑地上 に向 か
イリ ー ︵

に︑恋人たち の恋 の輝 きも無 限 にあ る︒そ し
て︑恋 は誰 のも のでもなく︑恋 人たちそ のも
のの︑そ こだ け の輝 きな のだ︒

そうしな いと︑ 二人 は天国 で住 む ことを許 さ

どう やら白 い部屋 は天界 で︑呼ば れた男女

辛 さ︑歓喜 と煩間︑出会 いとす れ違 いなど︑

は三流 の天使 ︒彼 ら の使命 は︑地上 の︑ どう
みても結び つかな い二人を結び つける こと︒

恋 は い つも︑ とき めきとあ やう さ︑甘 さと
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相反す るさまざま主 要素をあわせも っている︒
だ から こそ素敵 で︑ド ラ マチ ックで︑人 はひ
かれる のに違 いな い︒ どんな に恋 が描 かれよ

掃除夫 と社長令嬢 の
思わぬ恋 の展開
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掃除 夫 で︑小説家 を目指す と いう ロバート ︵ユ
ア ン ・マク レガ ー︶は︑掃除 夫仲間 に小説 の
内容 を夢中 で話し て いるが︑あまり に筋 が平
几 で陳腐 な ので︑ だ れにもう けな い︒ そんな
彼 のと ころ へ︑解一
雇の知 ら せがく る︒会社が
掃除 ロボ ットを導 入したと いう のだ︒怒 り心
頭 した ロバートは︑社長室 に乱入︒ ロボ ット
を叩き つけ て抗議 す る︒

に︑﹁
身代金要求 の電話がな ってな い！﹂と︑
ロバートを罵倒Э自ら電話 の掛け方を指導︒
﹁
素早く︑間を与えず︑こ っち の要求だけ言 っ
︒もうどちらが誘拐犯だ かわ か
て切るのよ！﹂
らな い︒
おまけに︑身代金要求 の手紙を書けと ロバ
ートに迫り︑なんと自らの腕を切 って︑血文
字 でな いと迫力なしと言われ︑ ロバートは卒
倒してしまう︒﹁
やりすぎだ﹂と いう ロバート
に︑﹁
あんた誘拐犯なんでしょ︒ち やんとやん

ハ ンター/デル ロイ・ リン ドー/

H'質 =ユ アン・ マ クレガー /キ ャメロン デ ィアス/ホ リー
イアン・ ホ ルム

と ころが逆 に社長 に銃 を突 き つけら れ︑警
備員 がや ってき て︑すぐ にも逮捕 と いう事態
に︒ 退屈 し て いた セリー ンは ロバートを手助
けし︑彼 は︑彼女を人質 にし て脱出 に成功︒
だが︑ 一瞬 にし て誘拐犯 にな ってしまう︒

なよ︒あたしは何度 か誘拐されて︑誘拐がど
んなも のか知 ってんのよ！﹂と言われて︑従
うはめに︒ こうして︑人質指導 による︑なん
とも頼りな い誘拐が始ま ったのだ︒

)
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(2岬卦じフォックス配給

ロバート は︑と んでもな い女性 を誘 拐 し て
しま った こと に気 づく︒ セリ ー ンは ロバート

社長 ナヴ ィ ルが娘を取り戻すために一
雇 った
のが︑二人の賞金稼ぎで︑実は天界 からや つ
てきた天使︒天使はなんとかセリーンと ロバ
ートを結び つけようと︑二人に近づくが︑ や
ることす べて一
異目 に展開してしまう︒
キ ュートで思 い切り のいいセリーンに︑ ロ
バートも天使も振り回されてしまう︒だが︑
セリー ンは純朴な ロバート に︑ ロバートは大
胆な セリー ンにひかれ始めるのだ︒
コミカ ルで可愛らしく︑ ロマンチ ックで ハ
ード︒恋 の思わ ぬ展開 に引き つけられ︑笑 っ
てしまう︒
恋 ってや っぱり素敵だと思わせる︑
楽しさが 一杯 に詰ま った︑ これは宝箱だ︒♪
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